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Ⅰ　本研究の目的と問題意識

近年の好調な企業業績と団塊世代の大量定年退職による労働力不足を背景に、企業の新

卒採用の意欲が拡大している 1。企業は労働力不足に対処すべく、新卒社員に対し計画的

な OJT の必要性、また団塊世代の大量定年退職による技能伝承に対応するために、企業

内教育の重要性を認識し、その必要性の高まりが指摘されている。

Off-JT への関心もまた高まっている。『企業向け研修サービス市場に関する調査結果

2006』（矢野経済研究所）では、2005 年度における企業向け研修サービス市場は 5,240 億

円となり前年比 8.0％増を示している。しかし、Off-JT には幾つかの問題点が指摘されて

いる。ミルズ（2007）は研修終了後の受講生アンケートに受講生が好意的に答えていて

も、何も学ばず、実務に適用しない（企業の立場からは無益）ということも多くあると言

う。「企業内教育の現状と今後の課題に関する調査」（産労総合研究所 2002）によると、

教育コンサルタントおよび識者（学者）の 76.7% が Off-JT の現状に対して、「あまり効

果的に実施されていない」と回答している。

このように Off-JT について、現状では高い評価を得ているとは言い難い。そこで本研

究は先行研究から問題点を抽出し、より効果的な Off-JT への実施策を模索したい。

Ⅱ　先行研究と問題提起

カークパトリックモデルは研修効果の測定レベルを 4 段階に分けている。レベル 1（反

応）は、研修後のアンケートで受講者の反応などをみるもので、「満足した」、「役立っ

た」という印象のレベルを確認する。レベル 2（理解度）は、研修で学習した内容（知識

やスキル）について、理解度テストや実技試験で習得度合いを測るというものである。レ

ベル 3（行動変容）は、本人や上司へのインタビューによって研修後に日常業務でどのよ

効果的な社員研修についての考察

小 薗 　 修

1  日本経済新聞社「2008 年度採用計画調査」（一次集計）では大卒の 2008 年度の採用計画は前年度比
13.5％増、4 年連続の二ケタ増である。
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うな行動変容が現われたかを評価するものである。レベル 4（業績への影響）は、その研

修を実施したことで、会社がどれだけの利益を得たかをみるものである。営業マン研修で

あれば販売実績、製造部門の研修であれば、生産性向上などを測るものである。

レベル 3 について、欧米ではゴールマン（2000）「訓練参加者の多くは、自分の職場へ

戻ったら実行すべきことを十分に理解して訓練プログラムを後にするが、職場に帰ると

その知識を実行することを怠る」やカークパトリック（2004）「課題は指導者や社員を含

め、参加者がトレーニングで学んだことを実際に応用できるよう導くこと」など、多くの

識者が問題意識を持っている。一方で、日本では企業内教育における効果測定について注

目されはじめている（例えば渡辺 2005）ものの、研修後の行動変容や業績向上について

の測定を実施している企業が非常に少なく、データを示しての実証研究の成果も得られて

いない。

そこで本研究では、レベル 3（行動変容）に注目して、研修後に受講生のフォローアッ

プを行うと研修効果が持続するという仮説を立てる。仮説の検証のために、実際にフォ

ローアップ施策を実施し、アンケートとインタビュー調査により、その施策の効用の有無

をみる。仮説が検証されれば、今後、より効果的な Off-T への実施に結びつけることが

できると思われる。

Ⅲ　C社社員研修と調査の概要

1．C 社の概要と研修の内容

今回の調査対象企業の C 社は社員数約 1,800 名の製造業である。研修後のフォローアッ

プの効果を測定する研修は、同社の工場の製造部門の社員を対象として 2007 年 5 月から

6 月にかけて 5 回実施された。

本研修は C 社の教育部門により企画・実施され、以下 3 点を主たる目的としている。

①行動特性診断ツールを活用して、自己の行動特性を認識する。②行動特性の結果をメ

ンバーで共有し、職場メンバーの行動特性を知る。③自己の気づき、職場メンバーからの

フィードバックにより、コミュニケーションの取り方を改善し、職場の人間関係の向上を

目指す。以上の目的を果たすために、C 社の教育部門と研修サービス事業を営む筆者が 1

日間の研修プログラムを計画した。よって、受講者・組織の要望に沿った研修内容ではな

い。オリエンテーションとアンケート記入については C 社の教育担当者が、それ以外の

セッションは当社が派遣した研修講師が担当して実施した。

本研究では、コミュニケーションの取り方に関しての行動変容という視点から研修後の

フォローアップがその目的を果たしたか否かを検証する。



135効果的な社員研修についての考察

2．調査の概要

調査の手順は次の通りである（図 1）。

【ステップ 1】研修実施前に受講生へ研修参加への意識を高めることを目的に事前アンケー

トを任意に実施。

【ステップ 2】研修で今後のコミュニケーションの取り方について学習する。

【ステップ 3】研修終了時、全受講者を対象にアンケート調査を実施。今回の調査目的に

主に該当する質問項目は「研修に参加した結果、次の各項目について、あなたの意識や

行動を変化させようと思った程度に近い番号に○をして下さい。」であり、研修を受講し

て、自己のコミュニケーションの取り方について、今後改善の意思があるか否かを識別す

る。

各項目は「①職場メンバーの話に耳を傾ける」「②普段から自分の思いや意見を職場メ

ンバーに伝える」「③小集団活動や勉強会などの場において、周囲の意見を引き出すよう

にする」「④小集団活動や勉強会などの場において、自分の意見を発言する」「⑤今後職場

メンバーの意識や行動を変化しようとする行動を積極的にサポートする」であり、回答は

共通して「1．変化なし（以前からできている）、2．変化なし（以前からできていないが

必要性を感じない）、3．変化させようと思った（今まで満足にできていなかったので必要

性を感じた）」である。

【ステップ 4】今回の調査方法は統制群設計で行い、研修終了後にフォローアップする職

場とフォローアップしない職場とに分け、前者の職場に対してフォローアップを実施する

（図 2）2。フォローアップの内容は表 1 の通りである。

ステップ 4：フォローアップ開始

ステップ 2：研修実施 ステップ 5：研修 1ヵ月後

アンケート調査＃2

インタビュー調査

ステップ 3：研修終了時

アンケート調査＃1実施

ステップ 1

実験群

統制群

時間

時間

事前アンケート

フォローアップ終了

フォローアップ実施期間

フォローアップなし

図 1　本調査のフローチャート（統制群設計）
 ※ジャック J・フィリップス（1999）を参考にして筆者作成

2  実験群と統制群に分けて、2 つのグループの比較を行う。本研究では実験群がフォローアップありの
職場、統制群がフォローアップなしの職場となる。フォローアップ有無の差をつけることは組織運営上
問題があるので、8 月より交替して 2 回目の調査を実施する。
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【ステップ 5（1）】研修終了 1 ヵ月後に、全受講者を対象にアンケート調査を実施し、ス

テップ 3 で行った研修終了時アンケートで改善しようと思った項目との比較を行う。

【ステップ 5（2）】アンケート調査では得られない情報を得るために、上司 2 名に対しイ

ンタビューを行った。
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※　　　フォローアップ実施あり職場

図 2　組織図とフォローアップ実施状況

表 1　実施するフォローアップの内容

フォローアップ内容 期待する効果
a．E メールによるニュースレター 振り返り、メンバーサポート
b．教育担当者による職場ヒアリング 振り返り、上司・メンバーサポート
c．上司へのサポート依頼メール メンバーサポート

【実施要領】

（1）期間：研修終了後〜 6 月 30 日（約 1 ヵ月間）

（2）実施対象

3 直（上司：3 直長）、4 直（上司：4 直長）、

日勤：製造 3 課スタッフ（上司：製造 3 課長）、直日勤（製造 3 係長）

※業務の都合で本来の直と異なる日程で受講された方は本来の直を基準とする。

（3）内容

①研修終了時にアンケート実施

②研修を踏まえての各直長へ直員へのサポートの依頼

③研修終了約 10 日〜 2 週間後に各直員に実践状況を確認、直長に各直員の実践状況の

確認
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④直員に研修終了 1 ヵ月後の振り返りアンケート実施

⑤研修終了 1 ヵ月後の職場状況について係長インタビューの実施

（4）その他のフォローアップ（弊社より）

①受講生に対してのフォローメール（週 2 回程度）

②直長に対してのフォローメール（週 2 回程度）

3．効果測定の視点

効果測定の視点としては、調査手順（3）の終了時アンケートにおいての「改善の意思

がある項目」を主な比較対象とし、調査手順（4）の研修 1 ヵ月後の本人アンケートの結

果と比較し、改善行動が実践されておれば効果が持続しているとした。「改善の意思があ

る項目」を主な比較対象とした理由は、改善意思のある項目、つまり受講者が研修を受講

し、行動しようと意識した行動が実際の職場に戻って実践され、継続されていることが行

動変容レベルの成果だからである。よって、「改善の意思がない項目」については行動変

容がなくて当然であり、比較対象から外すこととした。

態度、行動の変化は数量的、直接的に測定することが困難である。態度や行動の変化を

評価する場合は、一般的には無理にアウトプット、時間、コストなどのハードデータを用

いた数値化にこだわらず、新しいスキル、満足、風土などのソフトデータに依存するのが

ベストである（フィリップス 1999）ということから、当測定方法を選択した。
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フォローアップなし
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図 3　効果測定の視点
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Ⅳ　調査結果

1．研修終了時のアンケート結果

研修終了時のアンケートの回答結果で、今回の主な調査対象項目である「研修を受講

した結果、意識や行動を変化させようと思った」という項目では「3．変化させようと

思った（今まで満足にできていなかったので必要性を感じた）」と回答した割合が、①

職場メンバーの話に耳を傾ける（62.7％）、②普段から自分の思いや意見を職場メンバー

に伝える（71.8％）、③小集団活動や勉強会などの場において、周囲の意見を引き出す

ようにする（69.7％）、④小集団活動や勉強会などの場において、自分の意見を発言する

（56.3％）、⑤今後職場メンバーの意識や行動を変化しようとする行動を積極的にサポート

する（85.9％）という結果が出た。142 名中 139 名がいずれかの項目で意識や行動の変化

の必要性を感じており、研修の初期の目的は達成できていると言える。

2．研修終了 1 ヵ月後のアンケート結果

研修終了時から 1 ヵ月後において、①〜⑤の項目で以前より改善したという割合は、①

職場メンバーの話に耳を傾ける（52.8%）、②普段から自分の思いや意見を職場メンバーに

伝える（35.2％）、③以前より小集団活動や勉強会などの場において、周囲の意見を引き

出すようにする（26.1%）、④小集団活動や勉強会などの場において、自分の意見を発言す

る（22.5%）、⑤職場メンバーの意識や行動を変化しようとする行動を積極的にサポートす

る（31.0%）であった。

上司及び職場メンバーからのサポートがあったかという質問項目について、回答の平均

値（4 段階評価：最大値 4）は、①上司からのサポート 2.11、②メンバーからのサポート

2.15 であった。

3．研修終了 1 ヵ月後のインタビュー調査

各職場の上司にあたる係長 2 名に行なったインタビュー調査の質問事項は、①研修 1 ヵ

月後における担当係全体の変化、②各職場の「雰囲気」と「職場目標の実践状況」、③

フォローアップありの職場となしの職場の差異であり、結果は下記の通りである。

①研修 1ヵ月後における担当係全体の変化

2 名とも、担当係全体で挨拶がされるようになった、その上で、直員と意見のやりとり

ができるようになったと述べている。1 名は業務を指示する際、内容の確認を行う人が増

えたと指摘する。

②各職場の「雰囲気」と「職場目標の実践状況」

各職場レベルでの状況については、2 名とも詳細なことは把握できていないので回答で
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きないとのことである。2 名ともフォローアップを依頼した職場については、挨拶が顕著

になった、職場目標は実践していると回答している。

③フォローアップありの職場とフォローアップなしの職場の差異

②同様、2 名とも各職場レベルでの差は認識できていない。勤務シフト上、各職場に 4

日に 1 回しか足を運ばないことを理由に挙げている。

Ⅴ　考察　〜行動変容の評価

1．アンケート調査の比較

本研究のテーマである受講者が研修終了時に行動変容しようと思ったことが研修終了一

定期間後に行動変容できているか、フォローアップが行動変容持続に貢献しているかを検

証する。

研修終了時アンケートの「研修に参加した結果、次の各項目について、あなたの意識や

行動を変化させようと思った程度」と研修終了 1 ヵ月後アンケートの「研修を受講する前

と比較して、次の行動項目について、現在のあなたの状況」及びフォローアップの実施有

無を掛け合わせたクロス集計の結果は下記の通りである。

①職場で聴く（1ヵ月後及び終了時）とフォローアップ有無

研修終了時に「変化をさせようと思った」82 名（フォローなし 40 名、フォローあり 42

名）のうち 54 名（フォローなし 22 名、フォローあり 32 名）が「以前より改善した」と

回答。フォローなしの以前より改善した比率は 55%、フォローありの以前より改善した

比率は 76.2%。

②職場で伝える（1ヵ月後及び終了時）とフォローアップ有無

研修終了時に「変化をさせようと思った」89 名（フォローなし 45 名、フォローあり 44

名）のうち 40 名（フォローなし 18 名、フォローあり 22 名）が「以前より改善した」と

回答。フォローなしの以前より改善した比率は 40%、フォローありの以前より改善した

比率は 50%。

③勉強会で意見を引き出す（1ヵ月後及び終了時）とフォローアップ有無

研修終了時に「変化をさせようと思った」83 名（フォローなし 45 名、フォローあり 38

名）のうち 28 名（フォローなし 22 名、フォローあり 32 名）が「以前より改善した」と

回答。フォローなしの以前より改善した比率は 28.9%、フォローありの以前より改善した

比率は 39.5%。

④勉強会で発言する（1ヵ月後及び終了時）とフォローアップ有無

研修終了時に「変化をさせようと思った」67 名（フォローなし 35 名、フォローあり 32
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名）のうち 23 名（フォローなし 9 名、フォローあり 14 名）が「以前より改善した」と回

答。フォローなしの以前より改善した比率は 25.7%、フォローありの以前より改善した比

率は 43.8%。

⑤積極的にサポートする（1ヵ月後及び終了時）とフォローアップ有無

研修終了時に「変化をさせようと思った」107 名（フォローなし 54 名、フォローあり

53 名）のうち 39 名（フォローなし 22 名、フォローあり 17 名）が「以前より改善した」

と回答。フォローなしの以前より改善した比率は 40.7%、フォローありの以前より改善し

た比率は 32.1%。

2．アンケート調査、インタビュー調査を踏まえての評価

アンケート調査では、⑤を除く、①〜④の 4 項目でフォローアップありの職場の方が改

善した比率が上回った結果となったが、有意差があるフォローアップの効果があったと言

えるのは、「①職場メンバーの話に耳を傾ける」のみであった。他については有意差がな

く、フォローアップの効果があったとは言えない 3。他、上司 2 名によるインタビュー調

査においても、職場の差異については見受けられなかった。

有意差がなかった大きな原因としては、調査期間が短かったこと、フォローアップ（E

メールでの職場メンバーへのサポート依頼）による上司、職場メンバーへのサポート依頼

の効果が得られなかったことが考えられる。

調査期間が短かったというのは、研修終了時から効果測定までが 1 ヵ月間であり、調

査期間が短かったため、フォローアップをしていない受講者でも研修の効果が持続してお

り、フォローアップをした受講者との差異が生じなかった可能性が考えられる。調査期間

が 3 ヵ月、6 ヵ月であれば違った結果が得られた可能性があると思われる。

上司、職場メンバーへのサポート依頼の効果が得られなかったということは、それら

が改善項目である①〜⑤と正の相関関係があることからも説明できる。正の相関関係であ

ることから仮説である「上司、職場メンバーのサポートがあれば、研修で学んだことは実

践しやすい」ということは立証できた。しかし、今回の調査では、「フォローアップが上

司、職場メンバーのサポートを促す」という結果を得ることができず、逆に有意ではない

が負の相関関係があることが判明した。フォローアップが上司や職場メンバーのサポート

を促進することができれば、②〜⑤の項目に対しても、フォローアップの効果が有意と

なっていたことが考えられる。

では、フォローアップが何故サポート行動に対してマイナスに作用したのか。フォロー

アップがマイナスに作用する場合の原因としては、今回の研修は全員参加が義務付けられ

ており、受講者が研修参加に対する理解が少ない、つまり研修内容の必要性を感じていな

3  「行動を変化させる」の回答を基に、フォローアップあり受講者の方がフォローアップなし受講者よ
り、改善した割合が高いかを有意水準 0.05 で検定。
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いことが考えられる。キャファレラらが指摘した「研修企画段階におけるニーズを収集

し、受講者が研修の必要性を感じて参加できる状態にする」（吉田 2006）ことが十分では

なかったことが推測できる。

今回の研修目的は、①自己の行動特性を認識し、②行動特性の結果を職場メンバーで共

有し、職場メンバーの行動特性を知り、③自己の気づき、職場メンバーからのフィード

バックにより、コミュニケーションの取り方を改善し、職場の人間関係の向上を目指すと

いうものであるが、現在の職場の雰囲気に満足している人にとっては現状のままでよく、

職場メンバーが改善することの必要性を感じておらず、積極的にサポートしなかったとい

うことが考えられる。

このことは、任意で実施した事前アンケートから見受けられる。個人のコミュニケー

ションの取り方には改善の必要性を感じているが、職場のコミュニケーションについては

改善の必要性を感じていない回答が多く見られた。にもかかわらず、研修終了時アンケー

トに「サポートしようと思う」と回答したのは何故か。それはウェイン & リーデンが言

う受講者の「印象管理（自分の評価をよくしようと意識的・無意識的に努力すること）」

（石田ら 2004）によるものと思われる。このように感じている受講者に対し、フォロー

アップは個人の改善行動にはプラスに機能するが、職場メンバーのサポート行動に対して

は、マイナスに機能したということが窺える。

3．結論

製造業 C 社の社員研修後の行動変容におけるフォローアップの効果について測定した

結果、明らかになったことをまとめてみる。

（1）本研修を受講し、「①職場メンバーの話に耳を傾ける」ことを実践しようとした受

講者に対してのフォローアップは効果があった。「②普段から自分の思いや意見を

職場メンバーに伝える」「③小集団活動や勉強会などの場において、周囲の意見を

引き出すようにする」「④小集団活動や勉強会などの場において、自分の意見を発

言する」以上を実践しようとした受講者に対してのフォローアップは効果があった

とは言えない。

（2）上記①〜⑤の改善行動と「上司のサポート」「職場メンバーのサポート」は正の相

関関係がある。④「今後職場メンバーの意識や行動を変化しようとする行動を積極

的にサポートする」ことを実践しようとした受講者に対して、印象管理で回答した

場合はフォローアップは効果がない。

本研究は、研修後の行動変容についての施策をテーマにしたが、以上の結果から研修後

の行動変容を促すためには研修後の施策だけでは不十分で、それ以外の要因、とりわけ

キャファレラも指摘している受講者が研修内容の必要性を感じていること、上司、職場メ

ンバーが受講者の行動変容をサポートする体制が整っていることが重要であることが窺え
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た。

4．効果的な社員研修への考察

本研究の結果を踏まえ、今後更なる効果的な社員研修に向けた 4 点を述べたい。

（1）教育訓練ニーズの収集と設定

本研究での研修は、教育部門が当工場の状況、外部からの情報を考慮した上で企画され

たものであり、受講者や受講者が所属する組織のニーズが十分に反映されていなかった可

能性がある。受講者がニーズを感じていない場合は、どんなに素晴らしい研修内容を提供

しても高い効果を期待できない。ノールズが指摘している通り、組織人の学習は問題解決

的であり、目的志向的であることを意識した研修プログラムであることが重要である（吉

田 2006）。

また、教育訓練ニーズには、受講者や組織が必要とするニーズ以外に経営陣が必要とす

るニーズも存在する。受講者や組織が現在抱えている業務上の問題を解決するような短期

的なニーズではなく、将来的に必要な長期的なニーズに基づいた内容の研修である。今後

の自社を取り巻く環境を踏まえ、自社のドメイン、経営戦略、人的資源を見据えた上で必

要となる人材を長期的観点で育成するというものである。このような長期的なニーズによ

る研修の場合は、受講者、組織が日常業務との繋がりを見い出せるよう学習ビジョンを提

示し、受講者、組織がどう役立つかの理解を深め、研修の必要性を認識した状態にするこ

とが重要である。受講者や組織が研修の必要性を認識していないと研修内容の受講者への

十分に浸透しない。また、仮に研修内容がよく、受講者に受け入れられたとしても組織の

サポートが得られず、組織に戻ってからの行動変容は期待できない。

これらの教育ニーズを収集、設定するには、上層部をはじめ、各部門との連携を図り、

受講者ニーズを収集する仕組みを構築することが重要である。

（2）組織の巻き込み

教育訓練ニーズの収集と設定では、受講者と組織が研修の必要性を感じることが重要で

あると述べた。そのためには組織を巻き込むことである。中原（2006）はアクターネット

ワーク理論を用い、受講者の上司を研修運営に深くコミットメントした“アクター”とし

て位置づけることが重要であるとし、研修が「いい研修結果を出して、受講者の上司の賛

同を得る」というスタンスから、「受講者の上司の協力を得ることで、いい研修結果を出

す」というスタンスに方向転換する必要があると論じている。また、組織をうまく巻き込

むことにより、研修後の行動変容に必要な上司や職場メンバーのサポート体制が得られ、

研修の効果を高めることが期待できる。
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（3）経営トップの関与

組織を巻き込むためには、経営トップの教育訓練に対しての支持の有無が大きく結果を

左右する。組織は経営トップがどちらに向いているかを敏感に観察しており、その姿勢

により教育訓練に対する態度を変化させる。マイケルズら（2002）は高い業績を上げてい

る企業と平均的な業績の企業との違いは人材が重要であるという基本的な認識であると述

べ、経営トップの人材育成への意識のあり方の重要性を説いている。

教育担当部門からすると、このような経営トップの人材育成に対しての意識について

は統制範囲外のように思えるかもしれない。経営トップが人材育成に対して熱心で、日

常行動において関与が高ければいいが、実際、人材こそ最も重要な資産であると公言は

するものの、その考えに基づいた行動を実践している経営トップは少ない（マイケルズ

ら 2002）。しかし、教育訓練をより効果的に意義のあるものにしようという志がある場合

は、この障害を乗り越えなければならない。それを乗り越えるためには、経営トップへの

働きかけが必要である。人材育成に対してのニーズヒアリングや研修を通じての自社の能

力マップなどを報告することにより、経営トップの人材育成に対しての関心を高め、そし

て関与を高めることである。経営トップの関与を高め、組織を巻き込み、そして受講者の

行動変容を促す。これを効果的な社員研修への示唆とする。

（4）社員研修目標の明確化

最後に、これからの社員研修を実施するにあたり、教育担当部門および教育実施事業者

は「どのレベルの効果を目標とするのか」ということを明確化することが重要である。研

修の位置づけ、目的、ねらいなどからどのレベルの効果測定を行うのかを検討し、研修を

企画することが重要である。行動変容レベルを求めるのであれば、より緻密な計画が必要

となるし、満足度レベルでよいのであれば、イベント的な内容でもよかろう。要は、何を

研修の目標とするのかを明確にすることが重要である。

当課題研究論文の執筆にあたり、C 社の教育担当部門及び受講生の皆様、研修講師の國

弘隆子先生には調査への御協力を、高橋潔教授、吉田新一郎先生からは多大な助言を頂い

たことに感謝したい。また、指導教員の大内章子准教授その他多くの方々から、ご指導、

ご協力を頂いた。この場を借りて、厚くお礼を申し上げたい。
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